
１　総括１　総括１　総括１　総括 (1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）
 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）人（注） １　職員手当には退職手当を含まない。２　職員数は、平成１８年４月１日現在の人数である。(3) 特記事項(3) 特記事項(3) 特記事項(3) 特記事項 市長 950,000円→760,000円副市長 760,000円→684,000円教育長 665,000円→611,800円役職加算(10%)の支給凍結5～7級　役職加算(10%)の支給凍結3～4級　役職加算( 5%)の支給凍結(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）(5) 給与改正の状況（当市においては人事委員会の設置していません）(5) 給与改正の状況（当市においては人事委員会の設置していません）(5) 給与改正の状況（当市においては人事委員会の設置していません）(5) 給与改正の状況（当市においては人事委員会の設置していません）①月例給（注）①特別給
（注）

0.35%「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額である。
「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 4.50月勧告割合　　　A 支給月数　　B

１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
（参考）国の年間支給月数

１８年
年間支給月数民間の支給 　 公務員の 格差A－B （改定月数）人事委員会の勧告

（改定率） 給与改定率人事委員会の勧告民間給与 A 公務員給与 B （参考）国の改定率
１８年区分
区分 A－B格差 勧告

内　　　　　容H17.4～H22.3H17.4～H22.3H18.12～H22.11実施期間区　分特別職一般職 期末手当の減額給料の減額期末勤勉手当の減額措　　置

人件費　　　　　　Ｂ人　40,280 21,059,194
給　 料 期末・勤勉手当 一人当たり給与費

（参考）
区分 14.8　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　Ｂ／Ａ　　　人件費率　　　　　　％44,125

別紙３区　　分 歳出額　　　　　　　Ａ住民基本台帳人口　　　　　（１７年度末）
網走市の給与・定員管理等について実質収支 １７年度の人件費率　　　　　　　　　　　％15.73,118,100

１８年度
１８年度

千円1,348,319331 千円258,204 6,408千円514,385 千円2,120,908 千円 （参考）類似団体平均一人当たりの給与費千円6,026給　　　　　与　　　　　費職員数Ａ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　職員手当 　　　　　計　　　Ｂ

H1499.3 H1498.9 H14101.2H1997.3 H1994.9 H1997.9
9095

100105
網走市 類似団体平均 全国市平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）　　　　①一般行政職
　　　　②技能労務職

※
（注）

(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）(2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在） 円 円 円円 円 円円 円 円円(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）円 円 円円 円 円円 円 円

民間データについては、公務類似ではない産業のデータや日々雇用者等のデータを含んでおり、公務員のデータと単純比較はできないが、１つの参考指標として掲載したものである。

298,266

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成１６～１８年の３ヶ年平均）※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。－ 1.772.021.625,494,173円 3,386,400円網走市うち学校給食調理員うち用務員 民間（D）－3,469,500円3,284,300円

類似団体

区分類似団体
区分網走市うち自動車運転手北海道うち用務員国

うち学校給食調理員
- 383,541円43.2歳 331,766円 384,098円 358,865円平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）43.0歳 338,300円 396,900円 382,832円平均年齢43.5歳40.7歳区分網走市北海道国

－－
平均年齢民間

－－
－調理士用務員自家用乗用自動車運転手370,090円372,772円416,575円368,000円380,075円414,370円 347,740円343,944円320,514円316,564円 1.32

平均給与月額（B）対応する民間の類似職種公務員 A／B平均給料月額 平均給与月額（国ベース）職員数平均年齢 平均給与月額（A） 参考－1.531.82－－ －－
－248,200円227,200円257,500円43.1歳47.0歳49.1歳38.1歳 －1,799人 349,077円

－42.5歳53.9歳50.4歳－339,383円48人
－327,575円C／D参考年収ベース（試算値）の比較303,078円287,094円5,193人38人公務員（C）

304,800円307,413円12人13人9人
371,135円325,724円

271,025280,814区　　　         分大　学　卒高　校　卒 236,725経 験 年 数 １ ０ 年267,816219,840

－6,133,094円6,640,679円

大　学　卒高　校　卒中　学　卒一般行政職

335,400円343,000円373,700円
321,798円 391,497円

－307,594
技能労務職
技能労務職 高　校　卒 経 験 年 数 １ ５ 年

国 170,200138,400127,700170,200網　　　　走　　　　市
－一般行政職 138,400138,400

47.5歳
１　「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

317,433

－ －
うち自動車運転手

北海道153,180124,560124,560高　校　卒
359,983経 験 年 数 ２ ０ 年

区　　　分

46.3歳48.8歳

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。
135,600

うちその他 39.4歳 14人 312,990円 － －333,010円 338,996円 － －
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３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）(1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）

（注） １　網走市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。  

（注） 　平成１８年１０月より同年４月に遡り、に８級制から７級制に変更している。　 (2)昇給への勤務成績の反映状況(2)昇給への勤務成績の反映状況(2)昇給への勤務成績の反映状況(2)昇給への勤務成績の反映状況

1　部次長、会計管理者、技監の職務2　監査事務局長の職務1　部長、参事監、室長の職務2　教育委員会事務局部長の職務3　議会事務局長の職務4　農業委員会事務局長の職務 4.5

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％
0.8　　　　　　　　人 　　　　　　　　％2
27.8　　　　　　　　％34.7

２級 定型的な業務を行う職務区　　分１級 　　　　　　　　％12.2高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 　　　　　　　　人３級 　　　　　　　　人５級 　　　　　　　　％
　　　　　　　　人主任、業務主任の職務 85

構成比　　　　　　　　％標準的な職務内容 職員数
1　課長、参事、静湖園長、福祉センター館長、浄化センター所長の職務2　教育委員会事務局課長、参事、図書館長、博物館長、美術館長、総合体育館長、市民会館長の職務3　議会事務局次長の職務4　選挙管理委員会事務局事務局長、参事の職務5　公平委員会書記長の職務
1　係長、主査の職務2　指導主任の職務3　困難な業務を処理する主任、業務主任の職務 68

７級

反映していない。

12.2６級 　　　　　　　　人

19

30
30

11

7.8

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人
４級

１級0.0%１級0.0%１級7.8% ２級4.1%２級7.3%２級12.2% ３級17.6%３級14.2%３級27.8% ４級13.5%４級23.6%４級34.7% ５級43.1%５級30.5%５級12.2% ６級17.2%６級19.9%６級0.8% ７級1.1%７級0.4%７級4.5% ８級3.4%８級4.1%

0%10%20%30%
40%50%60%70%
80%90%100%

平成１９年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況 (1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当(1) 期末手当・勤勉手当 千円 千円
（注）【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（１９年４月１日現在）(2) 退職手当（１９年４月１日現在）(2) 退職手当（１９年４月１日現在）(2) 退職手当（１９年４月１日現在）勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 定年前早期退職2～20%加算 その他の加算措置 定年前早期退職2～20%加算（退職時特別昇給　　　 無し　　　　　　　　　　　）１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。 (3) 地域手当（当市において本手当の支給はありません）(3) 地域手当（当市において本手当の支給はありません）(3) 地域手当（当市において本手当の支給はありません）(3) 地域手当（当市において本手当の支給はありません） 千円千円％ 人 ％（２２年度の制度完成時） ％ ％（注） 国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８年度からの支給率を段階的に引き上げることとしている。

給料表５級以上（課長職以上）のみ勤務評価を反映（平成１９年度１２月手当より）

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率）

59.2833.50 41.34国47.50 59.2859.28

一人当たりの平均支給額（18年度）

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

勤勉手当

41.34 23.50 30.55

（加算措置の状況）（1.60月分）期末手当3.00月分

1,890
支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

網　　　　　走　　　　　市（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年23.50 30.5547.50 59.28
支給実績（18年度決算） 支給対象職員数

59.28 59.2824,280
33.50

支給率支給対象地域

・管理職加算　10%～25% （0.75月分）（加算措置の状況）期末手当 1.45月分（1.60月分）
国北海道

職制上の段階、職務の級等による加算措置・役職加算　5%～20%・管理職加算　10%～25%
3.00月分

国の制度（支給率）

期末手当 網走市
（0.75月分） （18年度支給割合）一人当たりの平均支給額（18年度）1,677（18年度支給割合） 1.45月分勤勉手当職制上の段階、職務の級等による加算措置・役職段階別加算　5%～20%（H18・H19は支給凍結）・役職加算　5%～10%（H17～H21支給凍結）（加算措置の状況）3.50月分 0.95月分勤勉手当 -

（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。
1,527（18年度支給割合）
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 (4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）(4) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 千円円％

 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当 千円千円千円千円(6) その他の手当（１９年４月１日現在）(6) その他の手当（１９年４月１日現在）(6) その他の手当（１９年４月１日現在）(6) その他の手当（１９年４月１日現在） 円円円円円円円円 円円/月円/月円/月

13

国の制度との異同 国の制度と異なる内容 支給実績（１８年度決算）
78,905276

日額　300円
251

種類28,00012.1

85,385
日額　300円

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）手当の種類（手当数）

日曜日を勤務日とすることが常態となっている職員汚水調査及び処理に従事した職員
除雪及び排雪作業に従事する職員(1月から3月まで)福祉部の現業及び査察指導に従事する職員使用料及び保険料の徴収督励に従事した職員
市税の徴収及び滞納処分を分掌とする係として発令されている職員
移転補償及び用地売買交渉に従事した職員

支給実績（１８年度決算）

海上で漁業資源調査等の作業に従事した職員

1,120

支給職員１人当たり支給実績（17年度決算）職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

日額　300円引取人のない死亡人の死体を収容した職員
感染症患者の消毒及び感染のおそれがある業務に従事した職員 日額　550円

日額5,000円
支給実績（18年度決算）職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）

・基礎控除額 5,000

日額　300円
左記職員に対する支給単価月額3,100円主な支給対象職員及び業務

緊急災害に出動し、その作業に従事した職員

住居手当

月額1,500円野犬捕獲及び死がい処理に従事した職員 日額　550円
日額　700円
月額5,500円
日額　300円
日額　850円行旅病人、介護人のいない病人及び引取人のない死亡人の収容護送業務に従事した職員

同・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子(1人につき) 5,000
平均支給年額（１８年度決算）219,603 円手　当　名 内容及び支給単価・扶養親族 6,000(但し、扶養親族でない配偶者がある場合はそのうち1人について6,500円、配偶者がない場合は扶養親族のうち1人については11,000円) 43,368 千円 152,168扶養手当 ・配偶者 13,000 48,093 千円

円・全額支給限度額 11,000・2分の1加算限度額 16,000・最高支給限度額 27,000・加算額 1,000 家賃の基準が異なる通勤手当 ・2km以上の通勤者を対象とし、交通機関利用者は実費 距離区分及び金額が異なる 11,854 千円 49,807管理職手当 ・部長職 給料の12% 同 21,598 千円 526,780 円・次長職、課長職、参事職 給料の10%寒冷地手当 ・世帯主(扶養親族あり) 23,360 同 円・世帯主(扶養親族なし) 13,060・その他 8,800毎年11月から3月まで5ヶ月間支給 40,815 千円 122,937
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５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在） 円 円／ 円（ 円）円 円／ 円（ 円）円 円／ 円（ 円）円 円／ 円（ 円）円 円／ 円（ 円）円 円／ 円（ 円） 月分月分（算定方式） （１期の手当額） （支給時期）
（注） 19,874,000円13,284,800円 任期毎任期毎

給 料 月 額 等
- 760,000950,000 160,000940,000760,000 419,000（参考）類似団体における最高／最低額

255,000266,000副 市 町 村 長収 入 役 - 598,000 455,800670,500
議 員 471,000

副 市 町 村 長市 区 町 村 長副 議 長議 員議 長副 市 町 村 長
給料月額×在職年数×5.23収 入 役

収 入 役 　　（18年度支給割合）市 区 町 村 長
給料月額×在職年数×4.37(助役事務兼掌)１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

380,000
760,000684,000

415,000　　（18年度支給割合） 431,000522,000--議 長報酬
給料 市 区 町 村 長区 分

副 議 長 214,000

退職手当 備 考

-(助役事務兼掌)4.45期末手当 4.45
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６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在）

人人）人人）
人（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。(2) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）(2) 年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

　

[520］合　　計 383 3772451 [520］ ＜参考＞人口１万人当たりの職員数 93.6△ 6

民間委託、業務増、欠員補充

人 人職員数 650 人 人 人 45 51 044 35 35 45 55歳43歳 47歳 51歳5 26 2523歳 27歳 31歳 59歳 以上人 人 人 人 人 人 人39歳 56歳 60歳44歳 48歳～ ～ ～ ～52歳～20歳 20歳 24歳 28歳区　分 32歳 36歳35歳～ ～未満 ～ ～

18下水道 9
農林水産商工土木

小　計計
一般会計部門

税務

　公　営　企会　業計　等部　　 門 水道その他

労働普通会計部門
民生衛生

小　計
332

職員数　　　　　　　　区　　分　部　　門

6654
5930

教育部門 68

661 事務の統廃合129
議会総務企画

2828 1111 △ 1

～40歳

53
人口１万人当たりの職員数（類似団体の１万人当たりの職員数＜参考＞（類似団体の１万人当たりの職員数欠員 80.9

376人計

△ 2△ 126010264
△ 2

平成18年6

[0］51 018326 △ 4 100.9824 09 0
欠員補充

0
事務の統廃合＜参考＞ 64.576.60人口１万人当たりの職員数△ 6
業務減

対前年増減数 主な増減理由平成19年
0△ 2 民間委託05419 011955

0000
0000
000

構成比５年前の構成比
%
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(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標
（参考）第二次網走市行政改革推進計画における定員管理の数値目標（数・率）
③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要 （各年４月１日現在）

（注） １８年～１９年計－94.7%２１年増 減 １９年１年目 ２年目395 383１７年 △ 12一般行政公営企業
平成18年4月1日 平成22年4月1日

△ 6377計画前年職員数 １８年
始期 終期 数値目標計画期間395人 357人 38人 90.4%平成１７年４月１日職員数 平成２２年４月１日職員数 純減数 純減率

２０年 （参考）数値目標357△ 28３年目 ２２年４年目 ５年目　　　　　　　　　区　　分部　　門
３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減を、計の欄にあっては計画１年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。１　計画期間は、１８年～２２年の５年間である。２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
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７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況　(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業  　① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況ア　決算
人（注） １　職員手当には退職給与金を含まない。２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。イ　特記事項 5～7級　役職加算(10%)の支給凍結3～4級　役職加算( 5%)の支給凍結② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１８年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１８年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１８年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１８年４月１日現在）歳 円 円歳 円 円（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。   ③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円 千円

イ　退職手当（１９年４月１日現在）勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 定年前早期退職2～20%加算 その他の加算措置 定年前早期退職2～20%加算（退職時特別昇給　　　 無し　　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　 無し　　　　　　　　　　　）１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

・役職加算　5%～10%（H17～H21支給凍結） ・役職加算　5%～10%（H17～H21支給凍結）（加算措置の状況） （加算措置の状況）3.50月分 0.95月分 3.50月分 0.95月分（18年度支給割合） （18年度支給割合）期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当網走市 網走市（一般行政職）一人当たりの平均支給額（18年度） 一人当たりの平均支給額（18年度）1,671 1,527

千円 千円18 77,751 14,374 30,074 122,199 6,789 6,895１８年度 千円 千円 千円Ａ 給　 料 職員手当区分 職員数 給　　　　　与　　　　　費

45.6

17年度の総費用に占
一人当たり給与費 （参考）市町村平均　　　　　計　　　Ｂ

375,666

期末・勤勉手当 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　 一人当たりの給与費

網　　走　　市（一般行政職）59.28支給なし59.28 59.2833.50 41.3447.50 59.2823.50 30.55

実施期間 内　　　　　容

網　　　　　走　　　　　市

市 町 村網 走 市 45.3
一般職 期末勤勉手当の減額区　分

平均月収額基本給H17.4～H22.3　　　　　　区　　分 平　均　年　齢
措　　置

23.50 41.3459.28 59.2847.50

（参考）

565,736572,943

1,890

375,778

24,280
30.5533.50

める職員給与費比率13.513.5%
千円

％　職員給与費比率　　　　　　Ｂ／ＡＡ  質収支 千円　 ％　　　　

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

122,558907,020 221,505　　　　千円18年度 千円　区分 純損益又は実 Ｂ　 総費用に占める総費用 職員給与費
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ウ　地域手当（１９年４月１日現在）（当市において本手当の支給はありません） 千円   円％ 人 ％（２２年度の制度完成時） ％ ％（注） 国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８年度からの支給率を段階的に引き上げることとしている。エ　特殊勤務手当（１９年４月１日現在） 千円　円　％
オ　時間外勤務手当 千円千円千円千円（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。カ　その他の手当（１９年４月１日現在） 円円円円円円円円 円円/月円/月円/月④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況     →6(3)の参考を参照

日額550円

一般行政職の制度（支給率）

630

水道事業の収入金の徴収及び督励に従事した職員液体塩素の取扱に従事した職員緊急災害に出勤し、その作業に従事した職員 日額300円日額300円

千円 42,000通勤手当 距離区分及び金額が異なる
5,000扶養手当

住居手当
支給実績国の制度と 支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算）手　当　名 との異同 異なる内容 （18年度決算）国の制度 2743,495支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 233支給実績（17年度決算）

支給対象職員数支給対象地域支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）支給実績（１８年度決算）支給率

4,111
左記職員に対する支給単価3種類支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）支給実績（１８年度決算） 6713,400職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度） 27.8

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率）
手当の種類（手当数）

内容及び支給単価
支給実績（18年度決算）支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算）

主な支給対象職員及び業務

・全額支給限度額・2分の1加算限度額・最高支給限度額・加算額
3,417・配偶者・扶養親族・満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子(1人につき)

13,0006,000(但し、扶養親族でない配偶者がある場合はそのうち1人について6,500円、配偶者がない場合は扶養親族のうち1人については11,000円) 同 千円 244,071 円
・基礎控除額 2,532 千円 148,941 円5,000 家賃の基準が異なる16,00027,0001,00011,000
・次長職、課長職、参事職 給料の12%給料の10%管理職手当 ・部長職 円同 1,679 千円毎年11月から3月まで5ヶ月間支給 559,667 円・2km以上の通勤者を対象とし、交通機関利用者は実費・世帯主(扶養親族あり) 同 2,554 千円 141,889・世帯主(扶養親族なし)・その他 23,36013,0608,800寒冷地手当
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